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要

旨
学校薬剤師が行う検査項目の中で，学校給食における食器洗浄度検査がある。でんぷん陽性時の
対応について学校薬剤師から質問があり，県下で一斉に検査を行い現状を調査した。その結果，洗
浄不良は食器の材質・用途に関係があり，PEN（ポリエチレンナフタレート）樹脂製で，温食汁
椀に使用した食器にでんぷん陽性の傾向があった。でんぷん除去の対策として，①酵素洗剤浸漬②
擦り洗い③煮沸と３種類の検討をでんぷん陽性の食器を用いて行った。その結果，①45℃・25分の
酵素洗剤浸漬②酵素洗剤浸漬後マイクロファイバークロスの擦り洗い③食器の煮沸10分間の３つを
組み合わせることがでんぷん除去に有効と判明した。県内に煮沸を推奨した後のアンケート調査で
は食器洗浄度の改善が見られた。さらにどの調理場でも対応可能な洗浄フローチャートを作成し，
学校薬剤師会として食器洗浄度の改善を提案することができた。
（日本薬剤師会雑誌 71：555 ～ 560，2019）
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１．目的・背景

学校薬剤師が行う学校給食の衛生検査の一つに，
食器洗浄度（食器残留物）検査がある1, 2）。これは，
食器にでんぷんや脂肪が残留していないか試薬を用
いた検査方法である3）。近年，でんぷん反応陽性の
食器の対応について苦慮していると県内の学校薬剤
師から学校薬剤師会に質問があったが現状は不明で
あった。食器洗浄度検査の結果は数値では表せず，
呈色反応で視覚的に判断するため，判断基準が難し
い。山口県では年１回，学校給食関係者を対象に学
校給食衛生管理指導者講習会を開催しており，学校
薬剤師会は給食衛生に関する講義・実習を行ってい
る。その機会に各調理場から食器を持参し，食器洗
浄度を一斉に調査した。学校給食衛生管理基準2）に
基づく食器洗浄度検査の検出方法はヨウ素でんぷん
反応であるが，数値評価の比較のため食品衛生分
野の衛生検査で汚れの指標として汎用されている
ATP（アデホス３リン酸）法4） も同時に測定して
現状を調査し，対策を検討した。

２．方法

1）食器のでんぷん反応の検証
平成26年度学校給食衛生管理指導者講習会にて，
１

〒 753-0814

山口県山口市吉敷下東３丁目 1-1

県内21給食施設で使用している様々な材質，形の食
器を対象に，ヨウ素でんぷん反応検査，ATPふき
とり検査を行った。でんぷんの陽性度は呈色反応を
視覚的に０（陰性），１（一部にうっすら青紫色に
呈色），２（全体に青紫色に呈色），３（全体に濃い
青紫色に呈色）と４段階で評価し，数値が大きいほ
ど陽性度が高いとした。呈色度に関する基準はない
ため，委員（８名）で呈色度を見ながら陽性値（０
～３）の数値を判定した。ATPふきとり検査は表
面のATPを発光酵素と反応させて発光量（RLU）
で表面のATP量（汚れ）を計測するもので4），ATP
測定器ルミテスター PD-30，ルシパックPen（キッ
コーマンバイオケミファ（株））を使用した。平成
27年度の同講習会では，県内34施設にて温食汁椀に
使用しているPEN食器を対象とし，一斉にでんぷ
ん検査，ATPふきとり検査を行い，でんぷん陽性
度も同様に数値化した。両年とも評価方法は同一だ
が，27年度は食器の使用年数も調査した。
2）洗浄方法によるでんぷん除去の効果
①酵素洗剤によるでんぷん除去効果
でんぷん反応陽性のPEN食器（E-エポカルカラー
食器ボール椀，三信化工（株））を各50枚ずつ給食
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センター，学校から提供を受け，洗浄試験を行っ
た。PEN食器は２種類あり，表面の加工に違いが
ある。シボ加工がある食器は，表面が細かい凸凹構
造で飯粒がつきにくく，汚れがかき取れやすい構造
となっている。シボなし食器は，表面に凹凸がな
い平滑な食器である。この２種類の形状での検討
を行った。酵素洗剤は３種類（アルボースオートク
リーンAF-E®0.1％，ミラクリン®0.1％，プロスティー
プLT®0.1％）を，それぞれ45℃・25分間，（プロス
ティープLTは25℃）で浸漬したのち中性洗剤（ラ
ボンT®）で洗浄し，ヨウ素でんぷん反応の呈色を
確認した。でんぷん除去効果は呈色の退色度を視覚
的に判断した3）。なお，酵素濃度，浸漬温度・時間
は実際の調理場で優良であった施設を参考に0.1％，
45℃・25分と設定した。
②擦り洗いによるでんぷん除去効果
汎用されているネットスポンジ（PK 抗菌ネット
クリーナー ®：ナイロン・アクリル混合）とマイク
ロファイバークロス（べっぴんさん®：ポリエステ
ル100％クロス）を用い，同様な力で擦り洗いを行い，
でんぷん除去効果を検討した。

湯による洗浄群は45℃・25分浸漬後，２種類のス
ポンジ材質で洗浄し検討した。酵素洗剤による洗浄
群は45℃・25分浸漬後，マイクロファイバークロス
で洗浄し，ヨウ素でんぷん反応の呈色を確認した。で
んぷん除去効果は呈色の退色度を視覚的に判断した。
③煮沸によるでんぷん除去効果
高温の熱風消毒保管庫で乾燥させている食器にで
んぷん反応陽性が見られるため，煮沸することによ
り固着したでんぷんが剥がれ落ちるという仮説を立
てた。でんぷん反応陽性のPEN食器（E-エポカルカ
ラー食器ボール椀，三信化工（株））を２種類（表
面にシボ加工があるもの，加工のないもの）５枚ず
つを煮沸し，煮沸５分後，および10分後のヨウ素で
んぷん反応の呈色を確認した。でんぷん除去効果は
呈色の退色度を視覚的に判断した。
なお，煮沸による食器の安全性は食器メーカーに
確認した5）。
3）アンケート調査
煮沸によるでんぷん除去が有効であったため，平
成27年10月より県内全施設へ煮沸による食器の洗浄

表 1． 調理場への食器洗浄度アンケート
表１ 調理場への食器洗浄度アンケート
１

学校給食施設について

学校名（給食センター名）

担当者名

児童生徒数（食数）５月１日現在

使用している食器洗浄機の
型番、社名、製造年
２

温食用に使用している深皿食器（ボール椀）の種類（○を付けて下さい）

３

PEN(
)
ABS(
)
ポリプロピレン(
直近の、温食食器のヨウ素でんぷん反応に○をしてください。
(
)
反応なし

(
)
わずかに反応

(
)
うすいが紫色

)

煮沸によるリセット（１０分間煮沸）を行いましたか？（PEN 食器のみ）

５

洗浄手順について

)

)

温度は非常に重要です。ぜひ温度計で測定して記入してください。
機械 or 手洗い

手順

いいえ(

)

(
)
全体的に濃い紫色

４

はい(

その他(

洗剤名

1.浸漬

温度

時間

℃

分

行程①

機械 ・ 手洗い

℃

秒

行程②

機械 ・ 手洗い

℃

秒

行程①

機械 ・ 手洗い

℃

秒

行程②

機械 ・ 手洗い

℃

秒

2.洗浄

3.すすぎ

６
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(n=113) (平成 26 年調査)
図１

(n=155) (平成 27 年調査)
食器のでんぷん反応とATP値

を温食汁椀用食器に限定して推奨した。平成28年５
月に県内全施設において，煮沸の有無，洗剤の種類，
浸漬時間のアンケート調査（表１）を行い，食器の
材質とでんぷん付着との関連，煮沸によるでんぷん
除去率を調査した。

3

2

4）洗浄フローチャートの作成
洗浄方法によるでんぷん除去の効果を現場で活用
しやすいように食器の種類や洗浄方法に対応したフ
ローチャートを作成し，県内全学校給食施設へフ
ローチャートの配布を行った。フローチャートの作
成は，アンケートとでんぷん除去の結果を基に委員
会で考案した。

1

0

0

5

図２

表２

1）食器のでんぷん反応の検証
平成26年度に調査した食器（113枚）のでんぷん
陽性度と食器表面のATP値を図１①に示した。で
んぷん陽性度の高い食器の形状として，温食汁椀に
使用したPEN食器の84％（43/51）にでんぷんが付
着していた。そこで平成27年度は温食汁椀に使用し
たPEN食器（155枚）のみを対象に同様に調査した
ところ，
でんぷん陽性率は73.5％（114/155）であり，
でんぷん陽性度の高い食器はATP量が高い傾向に
あった。
（図１②）また，図２に示す通り，食器の使
用年数とでんぷん陽性度には関連が見られなかった。

10

15

食器使用年数（年）

３．結果

PEN 食器の表
面形状

食器の使用年数とでんぷん反応
（n＝155）
（平成27年調査）
酵素洗剤によるでんぷん除去効果

酵素洗剤

A

シボ加工

B

浸漬条件

現状

酵素洗剤による

（通常の洗浄後）

浸漬・洗浄

0.1%
45℃・25 分
0.1%
45℃・25 分

なし
（平滑）

2）洗浄方法によるでんぷん除去の効果
①酵素洗剤によるでんぷん除去効果
でんぷん分解酵素洗剤の洗浄効果を表２に示し
た。酵素洗剤A，B，Cについてはどちらの表面形
状のPEN食器も酵素洗剤浸漬後に呈色が薄くなっ
たが，でんぷん陰性にはならなかった。なお，酵素
洗剤C（プロスティープLT®）は常温で効果がある
と説明書6）に記載がされていたが，45℃で使用する
方がより呈色が薄くなった。酵素洗剤A，B，Cの
― 17 ―
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C

C

A
シボ加工
あり

B

（凸凹）
C

0.1%
45℃・25 分
0.1%
25℃・25 分
0.1%
45℃・25 分
0.1%
45℃・25 分
0.1%
45℃・25 分

酵素洗剤名
A: ミラクリン XA®
B: アルボースオートクリーン AF-E®
C: プロスティープ LT®
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表３
PEN 食器の

擦り洗いによるでんぷん除去効果

浸漬・洗浄条件

スポンジの材質

湯 45℃・25 分浸漬

（ナイロン・アクリ

表面形状

現状

擦り洗いによる

（通常の洗浄後）

洗浄

スポンジ
ル混合）

シボ加工なし
（平滑）

マイクロファイバ
湯 45℃・25 分浸漬

ークロス
（ポリエステル
100%クロス）
マイクロファイバ

湯 45℃・25 分浸漬

ークロス
（ポリエステル

シボ加工あり

100%クロス）

（凸凹）

マイクロファイバ
酵素洗剤 B*0.1％

ークロス

:45℃・25 分浸漬

（ポリエステル
100%クロス）

*酵素洗剤 B：アルボースオートクリーン AF-E®

表４
PEN 食器の

煮沸によるでんぷん除去効果
煮沸条件

表面形状

シボ加工なし
（平滑）

現状
（通常の洗浄後）

いても，煮沸10分後にでんぷんは除去された。

煮沸後

10 分

5分
シボ加工あり
（凸凹）
10 分

種類による差異は明らかではなかった。
②擦り洗いによるでんぷん除去効果
結果を表３に示した。湯45℃・25分浸漬＋マイク
ロファイバークロスの洗浄群はネットスポンジの洗
浄群より呈色が薄くなった。さらに酵素洗剤45℃・
25分浸漬＋マイクロファイバースポンジの洗浄群は
でんぷん反応が陰性となった。酵素洗剤浸漬後，マ
イクロファイバースポンジを使用する方がでんぷん
の除去効果が強まった。
③煮沸によるでんぷん除去効果
でんぷん陽性の食器に対して煮沸を行った結果を
表４に示した。煮沸５分後では食器によりでんぷん
が残っている場合があった。いずれの表面形状にお
表５
食器の材質
PEN*
アルマイト
メラミン
ABS**
ポリプロピレン

3）アンケート調査の結果
煮沸による食器のでんぷん除去が有効であり，食
器への安全性も確認されたため，県内全施設へ煮沸
によるでんぷん除去を年３回，温食汁椀に使用して
いる食器に限定して行うように推奨した。推奨６ヵ
月後のアンケート結果として，食器の材質別のでん
ぷん陽性率と煮沸後の改善率を表５に示した。食器
の材質はPEN食器が全体の77.4％（164/210）を占
めていた。また，でんぷん反応陽性率はPEN食器が
48％（78/164）であったが，平成26年度調査では陽
性率84％，平成27年度では陽性率74.5％であり，減
少傾向にある。また，でんぷん陽性群の53％（87/164）
が煮沸を行っており，そのうち49％（43/87）は改
善した。一方，陽性率と使用している洗剤，温度と
もに関連は見られなかった。
4）洗浄フローチャートの作成
アンケート，実験結果，および資料7, 8）を基にし
て様々な給食施設に対応できるよう，洗浄フロー
チャートを作成した（図３）。煮沸によるでんぷん
除去を年３回行うように推奨し，その後の日常的な
洗浄方法についてどの施設も利用できるように工夫
した。

食器の材質別のでんぷん陽性率と煮沸後の改善率（平成28年調査，n＝210）
施設数
164
17
13
11
5

でんぷん陽性数
78
3
2
2
1

でんぷん陽性率
48％
17.6％
15.4％
18.2％
20％

煮沸を行った施設
53%（87/164）
0
0
0
0

煮沸後改善した施設
49%（43/87）
0
0
0
0

PEN* ：ポリエチレンナフタレート樹脂
ABS**：アクリルニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂
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食器洗浄度改善フローチャート
①チャートに沿って古いでんぷんの除去を行います。
食器の材質がPＥＮまたは耐熱ＡＢＳである。
はい

いいえ

煮沸10分間実施。その後でんぷん反応を見る。
酵素系洗剤あるいは前浸漬用洗剤に
４５℃・２５分以上浸漬。

反応なし

陽性反応

酵素系洗剤あるいは前浸漬用洗剤に４５℃・
２５分以上浸漬。 その後でんぷん反応を見る。

その後でんぷん反応を見る。

陽性反応

反応なし

陽性反応

反応なし

マイクロファイバークロス等でこすり洗
いをする
でんぷん除去（リセット）完了。
②日常の洗浄方法の改善を実施してください。
浸漬槽あり

浸漬槽なし

酵素系洗剤、あるいは前浸漬用洗剤に
４５℃・２５分以上浸漬した後、洗浄機へ。

定期的にマイクロファイバークロス等を使
用した手洗いによるこすり洗浄実施。

手洗いの場合：酵素浸漬後、マイクロファイ
バークロス等でこすり洗いを行う

あるいは洗浄機に塩素系洗剤を使用し洗浄
※メラミンは不可

図３

４．考察

洗浄フローチャート

県内全域のでんぷんの食器残留度を調査した結
果，でんぷん反応陽性となる食器は多数存在してい
た。検査に不適合であっても薬剤師会への報告義務
はなく，今まで現状が明らかではなかった。でん
ぷん反応の陽性度の高い食器の材質はPEN：48％
（78/164）が多かったものの，他の材質も15 ～ 20％
でんぷん陽性であり，主に食器のキズにでんぷんが
付着して検出されていた。PEN食器はキズがつきに
くいため，様々なでんぷん除去効果を試みて洗浄度
が改善した。またPEN食器は同じ形状・材質でも
温食用汁椀に使用している食器のみ陽性となり，飯
椀に使用している食器ではでんぷん反応は見られな
かった。温食汁椀用の食器が特にでんぷん陽性とな
る原因は，汁椀はその形状から汚れが付着しやすく，
洗浄が不十分なまま食器を高温の熱風消毒保管庫に
入れることで，食器に汚れが固着すると推察された。
この固着したでんぷんは煮沸によって剥がれ落ちる
可能性を考え，洗浄フローチャートを作成した。洗
浄フローチャートでは，年３回，食器を10分間煮沸
することを推奨したが，煮沸の対象は耐熱性の温食
汁椀用の食器に限定した。煮沸を10分行ってもでん
ぷん陽性であれば，その後すぐ酵素洗剤に浸漬する
ことを推奨し，さらに陽性なら擦り洗いを行うとい
う段階ででんぷんの除去を完全に行う。また，日常
の洗浄工程でも酵素洗剤に浸漬（0.1％，45℃・25分）
し，でんぷんを固着させないことが重要である。手
洗いの場合，汚れを物理的に除去する力が強いマイ
クロファイバークロスで擦り洗いを行う。一方，酵

素洗剤は浸漬が条件なので，浸漬漕のない給食調理
場では，漂白作用のある塩素系アルカリ性洗剤の使
用が必須である。

５．結語

山口県学校薬剤師会は，食器洗浄度のでんぷん陽
性例を明確にし，現場の情報収集，でんぷん除去試
験を重ね，洗浄フローチャートを作成した。これは，
設備が様々な学校給食施設にて，どの現場において
も洗浄フローチャートに沿って検証することで，洗
浄度が改善するように作成したものである。今後，
洗浄フローチャートが活用され，食器洗浄の問題が
解決することを期待する。
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